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会長スピーチ ｢半年を振り返り｣ 古俣 猛 会長
RI 第 2530 地区 福島 RC・川俣 RC 夜間合同例会

本日のプログラム
会 長 あ い さ つ

第 15 回会長挨拶

15-16

古俣

例 会 次 第

猛 会長

本日は、合同例会を我々福島ロータ
リークラブ一同をお招きをいただき開催
をしていただきます川俣ロータリークラ
ブ高木成年会長を始め、川俣クラブの皆
様方に厚く御礼申し上げたいと思いま
す。私は 2016-17 年度 福島ロータリーク
ラブ会長を務めております、古俣猛と申します。ご存じ
かと思いますが、私は川俣生まれの川俣育ち、現在も川
俣の日和田に住んでおります。そういった状況で福島
ロータリークラブの会長としての挨拶は微妙に心苦し
い思いもございまし、日頃より大変お世話になってい
る、地元の諸先輩方を前にして大変緊張をしております
が、どうぞ宜しくお願いします。
実は私、川俣ロータリークラブさんには 2 回目の訪問
でありまして、1 回目は 2010 年 5 月 22 日の川俣ロータ
リークラブ創立 30 周年の式典に参加をさせていただき
ました。阿久津 PG、そして当時のやはり川俣出身の佐
藤英典会長と共に川俣コンビでお邪魔をいたしました。
ちなみに当クラブには川俣出身の小林仁一会員もおら
れます。本日は大変お忙しいところ早朝より、川俣クラ
ブの皆様、蕎麦の段取りやらお世話をしていただきまし
て誠にありがとうございます。福島クラブの会員一同
大変楽しみにやって参りましたので宜しくお願いいた
します。
最後になりますが、川俣ロータリークラブの皆様にお
かれましては、川俣地区において、多大なる奉仕活動や
スポーツ振興に尽力されていると日頃より聞いてござ
います。今後も川俣の為にご活躍されますことと、両ク
ラブの今後の好意と友情をさらに深めることを誓いま
して、簡単ではありますが、会長挨拶とします。本日は
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
※合同例会の内容につきましては紙面の都合上、3 ページに掲載いたしました。

第 16 回会長挨拶
只今の年次総会におきまして、先日行われました、歴
代会長を以て構成される指名委員会に指名された、次年
度の役員及び理事がいよいよ決定当選されまして、誠
におめでとうございます。また例会終了後、次年度理事
会が開催され、副 SAA、副幹事が選任され、次年度体制

古俣 猛 会長
開会点鐘
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

安藤健次郎 会員

熊坂仁美 会員
「四つのテスト」唱和
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
12月誕生祝い
年次総会
古俣 猛 会長
会長あいさつ
食事
管野裕一 幹事
幹事報告
各委員会報告
●プログラム・ニコニコBOX小委員会
ニコニコ BOX 担当

田沼紀美子 委員

◎本日のプログラム
閉会点鐘

古俣 猛 会長
幹 事 報 告

例会変更のお知らせ
●市内クラブ今週、来週の例会変更はありません。
その他のお知らせ
●ロータリーレート変更のお知らせ。12 月より 1 ドル
106 円になります。
例会でお預かりしました財団寄付は、先月末送金させて
頂きましたのでお知らせ致します。
●本日例会終了後、古俣会長年度の理事会を開催致します。
理事の皆様宜しくお願い致します。
例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

11 月 25 日（金）

川俣町 新川

川俣 RC と合同夜間例会
＊川俣 RC 会員による新蕎麦、シャモ料理をふるまって頂きます。
＊交通は、送迎バスを利用致します。

が確立となるわけであります。さて先週は、川俣ロータ
リークラブとの合同例会が開催され、川俣 RC の皆様に
よる手打ち蕎麦や、シャモの丸焼きなどをご馳走にな
り、大いに盛り上がった合同例会でありました。私は地
元に残り 3 次会まで付き合って参りました。
遠方までお運びをいただきました会員の皆様に御礼
を申し上げまして、会長挨拶といたします。
本日も宜しくお願いします。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム ❶

はシングルクラスで、なんと年間 200 ラウンドをこな

会長スピーチ

すそうであります。まさに鉄人そのものでありました。
27 日にはマスコミ懇談会が開催され、各マスコミ各社

半年を振り返り
古俣

の皆様から貴重なアドバイスを頂戴しました。そして、

猛 会長

本年度第 1 回例会が 7 月 7 日に開催されて以来、早半
年が経とうとしております。この半年を振り返りなが
ら、お話をさせていただきます。

10 月 29 日より一泊二日で山形の鶴岡方面に有志によ
る、親睦旅行に行って参りました。JTB 辺見支店長の可
愛い添乗員さんに見とれながら楽しいバス旅行であり
ました。
そして今月 11 月でありますが、月初めには懸案であ

7 月は勿論スタートの月で、第 1 回例会は、ガバナー

りました 日台友好親善コンサートの打ち合わせに、台

補佐を始め、各クラブの会長幹事さんにも参加をいた

北士林ロータリークラブより通訳も含めて 3 名の方々

だき、会長挨拶の際は、密かに脚はガクガク、手はブル

が来福され、会場となる福島市音楽堂を視察していた

ブル状態でありました。7 月はマスコミ各社への表敬訪

だき、その後詳細な打ち合わせを行うことが出来まし

問などを行い、そして役員理事慰労夜間例会において

た。今後のご協力を宜しくお願いします。そして 25 日

は、幡会長年度のご苦労を労いながら、これからの 1 年

（金）には冒頭に申し上げた通り、川俣ロータリークラ

間の茨の道を想像をしながら物思いにふけっておりま

ブとの合同例会が開催されました。まさに、あっという

した。7 月はさすがにスタートの月で、まさに「無我夢

間の 5 ヶ月間でありました。

中」の状態でありました。また 7 月には佐藤良智会員、

今、紹介した各行事の他にも、地区の各委員会のセミ

船本勝会員、佐藤美奈子会員の 3 名が入会をされ、94 名

ナー出席や、打ち合わせ等この 5 ヶ月間で、数え切れな

での期首スタートとなりました。

い程の会員の皆様の協力があったことは、決して忘れ

8 月においては、まず納涼夜間例会が開催され、私を
始めとして、新年度体制の奥様方へのお披露目と御承

てはいけないと思っております。
さて半年を振り返り、改めて感じたことを申し上げ

認をいただいたということでありました。8 月 18 日は、

たいと思います。当クラブには多士済々の人材ばかり

職場訪問例会として、ＮＨＫ福島放送局を訪問して、本

が揃っており、その能力は各界において、トップクラ

保局長そして職員の皆様にスーパーハイビジョン 8K な

スのリーダー的な方々の集まりであり、個人のポテン

どについてお話をいただいて、その後、8K モニターを

シャルは非常に高いとつくづく感じております。来年

鑑賞させていただきました。また 8 月はオリンピック

度に実施予定の福島大学への講師派遣については会長

において日本選手団のメダルラッシュで皆様かなりの

として、まさに大船に乗っているような気分でありま

寝不足であったと思います。

す。がしかし、こと団体行動というか、団結力、結束力

9 月に入りましては毎週の台風に悩まされながら、9

については、やはり 100 名近い大所帯のつらい部分で

月 15 日にクラブ協議会が開催され、1 年間の活動方針、

はありますが、どうしても弱い部分なのかと感じてお

目標を委員会ごとに確認をし、9 月 29 日のガバナー公式

ります。会員数が多いので、他人まかせ、仕事が忙しい

訪問に臨みました。更にその間には、9 月 24 日、25 日に

のは皆一緒であります。阿久津 PG もよくおっしゃいま

は郡山ユラックス熱海において地区大会が開催され、当

すが、一番恐いのは「無関心」だと思います。当クラブ

クラブより、40 名近くの会員の皆様の参加をいただき、

は創立 65 年以上の歴史と伝統を誇り、県下でもトップ

今年度、第 2530 地区についての勉強をして参りました。

リーダーのクラブであると常々言われておりますが、

大会においては幡年度の功績によりまして、RI 会長賞

個人の優秀なプレーだけでは、団体優勝はできないと

をいただきました。今年度につきましても、会長賞を目

考えます。今後どうか、そういう部分にも、ご理解とご

指して努力をしておるところでございます。

協力をいただきながら、第 2530 地区 随一の福島ロータ

10 月は、10 月 7 日に二本松においてガバナー歓迎晩
餐会が行われ、10 月 13 日には お月見会、そして当日

リークラブを続けて参りたいと思いますので、どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

のコンペが行われました。日比野会員の店において陳

大変失礼な事も申し上げましたが、今年度はまだま

建一さんの素晴らしい料理を堪能いたしました。ゴル

だ続いております。今後の積極的な活動参加をお願い

フにおいては、陳さんと同組でプレーをしまして、明

をいたします。

るく楽しいゴルフを拝見させていただきました。腕前
❷
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少し時間を頂戴しまして私の専門分野である、ゴル

フの話をさせていただきます。イギリス発祥の紳士の
スポーツとして知られていますが、その本当の起源に
ついては、スコットランドを筆頭にオランダ、中国など
世界各地に発祥説があるようです。ただゴルフが近代
スポーツとなったのはスコットランドであることは間
違いないようです。日本にゴルフが最初にやってきた
のは、1901 年、英国人の方が神戸市の六甲山に 3 年を
かけて手作りで４ホールが造られました。その後、増
設され 1903 年に日本初のゴルフクラブとして神戸ゴル
フクラブが開場となりました。当時のメンバーはほと
んどがイギリス人だったようであります。現在のよう
な 18 ホールを備えた正式なコースとして認められたの
は、1922 年に誕生した神奈川の程ヶ谷 CC が最古だそ
うです。
少し古いデータになりますが、世界のゴルフ場の数
でありますが、アメリカが 17,672 ヶ所で世界の約 50％
を占めています。次いでイギリスが 2,752 ヶ所で約 8％、
次いで多いのが日本で 2,442 ヶ所で約 7％となっており

最近日本においては、ゴルフ場の倒産やら、ゴルフ
人口の減少によって少し寂しい状況が続いており、ご
く最近では、ナイキがゴルフ用品から撤退することな
どの発表もありました。国内ツアーも女子は比較的盛
り上がっておりますが、残念ながら男子のほうは テレ
ビ放映も少なく、松山、石川などスター選手が日本に不
在で 男女ともに韓国選手に圧倒されている状況です。
私個人的には、アメリカツアーは体格で負けない松山
選手にまかせて、華のある石川遼選手には早く日本に
戻ってほしいといつも思っております。
ゴルフというスポーツは何歳になっても続けられる
スポーツであります。当クラブの OB でいらっしゃる小
室保人さんなどは、エージシュートいわゆる年齢以下
でのスコア達成が 100 回以上という鉄人もおられます。
当クラブの諸先輩方も今後ゴルフに そしてロータリー
活動にご尽力をいただきますことを切にお願いをしま
して、本日のスピーチとさせていただきます。
ありがとうございました。

ます。
本 日 の プ ロ グ ラ ム ❷

国際ロータリー第 2530 地区

福島ロータリークラブ・川俣ロータリークラブ 夜間合同例会

●日 時／ 2016 年 11 月 25 日（金）18：30
●会 場／割 烹 新 川
【合同例会】
進 行

川俣 RC SAA

山口 京子 会員

福島 RC SAA

佐藤 英典 会員

【懇親会】
司 会

川俣 RC 親睦委員 古川 壮一 会員

乾 杯

阿久津 肇 PG（福島 RC）

アトラクション（ゲーム）
手に手つないで
川俣 RC ソングリーダー

１．開会点鐘

締 め

２．ロータリーソング「奉仕の理想」
川俣 RC ソングリーダー

本日は、福島 RC・川俣 RC 合同例会にご出席頂き、

川俣 RC 髙木 成年 会長
福島 RC 古俣

５．幹事報告
６．閉会点鐘

川俣 RC 高木成年 会長

川俣 RC 三浦 英雄 会長エレクト

向 志津子 会員

３．四つのテスト唱和
４．会長挨拶

向 志津子 会員

川俣 RC 髙木 成年 会長

会員一同厚く御礼申し上げます。

猛 会長

川俣 RC 大内 徳美 幹事

2016 年 11 月 25 日

福島 RC 管野 裕一 幹事

川俣ロータリークラブ 会長 髙木 成年

川俣 RC 髙木 成年 会長

川俣ロータリークラブ 会員一同

福島 RC 古俣 会長

阿久津 PG

川俣 RC 三浦英雄 会長エレクト
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年次総会・次年度役員理事選挙

クラブ細則第 5 条第 1 節に則り、年次総会を開催致し
ました。当日は例会定足数を満たしておりますので、次
年度の役員理事候補者の選挙を行いました。
その結果、候補者名を会長が呼び上げ、選挙は拍手に
て求めていただきました。
選挙後、次年度会長 森岡幸江会員より挨拶をいただ
きました。
福島ロータリークラブ
2017-18年度 役員・理事・監事
●会

長
森岡 幸江 会員
監事
●会長エレクト 浦部
博 会員
茂田 士郎 会員
●副会長
右近 八郎 会員
氏川 守義 会員
●幹 事
相良 元章 会員
●会 計
紺野 晴郎 会員
●ＳＡＡ
安藤健次郎 会員
●直前会長
古俣
猛 会員
●理 事 (アイウエオ順)
内池
浩 会員
菅野
晋 会員
菅野 晴隆 会員
管野 裕一 会員
後藤 忠久 会員
白岩 康夫 会員
田沼紀美子 会員
丹治 正博 会員
箱岩
偉 会員
増子
勉 会員
以上候補者の方々は、選挙の結果満場一致で当選され
ました。
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

●米山奨学生

ヴ クアン ジューフン さん

（12 月奨学金の給付）

ニコニコBOX報告

〈報告〉田沼紀美子 委員

古俣 猛 会長
本年度が始まり 5 ヶ月間が経ち、本日は年次総会を迎えるこ
とができました。
会員の皆様今後も宜しくご指導をお願いいたします。
渡邊又夫 会員
先に在籍 40 年の表彰を受けたので、財団の一口申し込みま
した。先週、ピアノ発表会あってドビュッシーとショパン弾い
てこれで卒業します。これからは私的な残務と、世の為人の為
に務めてまいります。
茂田士郎 会員
古俣会長さん、任期の半分が終わりましたね。お疲れ様でし
た。あと半年をどうぞよろしくお願い致します。
勝見浩二 会員
11 月で今年の福島競馬の日程を無事終えることが出来まし
た。たくさんのご来場ありがとうございました。
幡 研一 会員
古俣会長のスピーチ楽しみです。

❹
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12月誕生祝い〜おめでとうございます〜

管野裕一 会員

相良元章 会員

安藤錬雄 会員

靏丸直久 会員

昭和 37 年 12 月 13 日

昭和 41 年 12 月 20 日

大正 14 年 12 月 16 日

昭和 38 年 12 月 25 日

黒崎浩一 会員

加藤裕司 会員

昭和 30 年 12 月 18 日

昭和 42 年 12 月 25 日

私のひとこと

加藤義朋 会員

「メンター」
「メンティ」て、何ですか？
私だけでしょうか？
福島ロータリークラブでは、1996 ～
97 年度の白岩康夫会長が、はじめて新会
員に対して、
「ロータリーとクラブ例会」
に馴染みやすく当クラブの会員とのコ
ミュニケーションを円滑に進めるため（ちなみに初代カウン
セラーは加藤義朋会員でした）
「カウンセラー」を委嘱されま
した。その後は、クラブ細則にないため、継続されず、委嘱
されたり、されなかったり、でした。しかし、クラブ独自の
「新会員オリエンテーション」は、開催されてきております。
「公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会」では、奨学生
のカウンセラーとしての理事長から委嘱され、
「米山カウン
セラー説明会」を受け「米山カウンセラーの役割」を研修の
後、委嘱状が交付されます。
古俣会長 * は、新会員の世話役「メンター」の名称で委嘱状
を手渡して依頼しています。その新会員は、
「メンティ」とい
うことになるのかな？
いわゆる「メンター制度」を福島ロータリークラブに導入
するにあたり、
「メンターの役割」を検討されて、理事会に諮
り、クラブ細則に組み入れるのはいかがでしょうか？
＊：
「福島 RC 会報 vol.3（2016.7.28）
」
（従来、カウンセラーということばを使用しておりましたが、
阿久津 PG のご指導によりまして本年度は「メンター」という名称に変更させて頂きます。助言者、
指導者という意味合いになります）

本日のニコニコBOX投入額

34件

¥67,000

累計

¥1,203,000

本日は総会、早くも次年度のスタートですね。
森川英治 会員
今年も 12 月 9 〜 11 日の 3 日間、福島銀行地下ホールで障が
い者施設製品の大展示即売会を開催します。
おかげ様で 5 回目になりました。是非ご来場下さい。
お待ち申し上げております
安藤錬雄 会員
管野裕一 会員
靏丸直久 会員
相良元章 会員
誕生祝いをありがとうございます。
───────────────────────────
他クラブ会員より／坪井大雄／反後太郎／山内 功／加藤義朋
／浦部 博／野原邦亮／林 隆壽／佐藤康太郎／白岩康夫／八子
英器／高倉裕行／内池 浩／今井理基夫／熊坂仁美／児玉健夫
／佐藤英典／氏川守義／安藤健次郎／辺見哲郎／森岡幸江／
増子 勉／田沼紀美子／江刺家宏樹／本保 晃

